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概要
先進大国と新興大国との経済力バランスのシフトを厳密に把握したうえで、新興大国の台頭の規
模、範囲と世界経済へのインパクトを

2012年12月21日 . 我々は6つの主要なゲームチェンジャー、つまり世界経済、ガバナンス、紛争、不
安定地域、テクノロジー、米国の役割に関する疑問が、2030年に我々が住むこの世界がいかに変
化していくのかを決定する ... 先進国と新興国間のコンセンサスの欠如は、2030年の多国間のガバ
ナンスが、よくて限定的なものであること示している。
2008年3月3日 . 項を中心に主要先進国における海外援助の制度と動向を明らかにし、我が国の

援 .. 年には世界一のODA大国の地位をアメリカに譲らざるをえなくなった。 .. （４）新興経済国.
2007 年のハイリゲンダム・サミットでは、主要８カ国（G8）としてこれまでの. 約束を着実に実施するこ
とが重要であり、アフリカにとって信頼できるパートナ.
2017年4月10日 . フォーリン・アフェアーズ・リポート2017年4月号 目次 ... 欧米の衰退と国際システ
ムの未来―― バッファーとしての「リベラルな国際経済秩序」. ロビン・ニブレット. Subscribers Only
公開論文. これまで世界 ... 世界を変える四つの人口メガトレンズ―― 先進国の衰退と途上国の
台頭をどう管理するか. ジャック・Ａ・ゴールドストーン.
中国を始めとする新興国の台頭によって、世界の軍事・安全保障の枠組みは不安定な時期に
入っている。 . 我々日本人は、政治、経済、社会の改革をどう見据え、新しい国づくりを考えて行け
ばいいのか。 . この連載は、宿輪ゼミのエッセンスを再現し、世界経済の動きや日本経済の課題に
関わる一番ホットなトピックをわかりやすく解説します。
各国の医療の国際展開戦略、海外の医薬品・医療機器. 企業による国外市場進出状況等調
査. 【 報 告 書 】. 平成27年3月. 平. 成. 2. 6. 年. 度. 厚生労働省医政局総務課 .. (2) 調査対
象先進国. 世界売上トップ10のグローバルメーカーを擁する各国について、海外展開支援の具体
的施策. を調査した。具体的な対象国は、以下の通りである。
例えば、世界の 26. 人の識者からなるグローバル・ガバナンス委員会は、21 世紀への最重要課題
を見据えて、. 冷戦後の新しい世界秩序形成のためのガバナンス改革を Global .. 胡錦濤時代が
始まった 2003 年に、新興経済国あるいは新興国グループのブラジル、ロ. シア、インド . 貿易と直接
投資を通して、中国は先進工業国との経済連携を深.
2017年5月10日 . 世界のスマートフォン及びフィーチャーフォンの出 .. として、FinTech、シェアリング・
エコノミー、各種C2Cサービス等の類型及び新興国における利用を取り上げ、 .. 2030年以降. 電子
計算機・PCオペレーター. （出典）総務省「IoT時代におけるICT経済の諸課題に関する調査研
究」. （平成29年）. 図表3-4-2-13 ICT人材不足の.
2030年の世界経済 - 新興国と先進国共同リーダーシップの時代 - イワン・S．ツェリッシェフ - 本の購
入は楽天ブックスで。全品送料無料！購入毎に「楽天スーパーポイント」が貯まってお得！みんな
のレビュー・感想も満載。
イワン・ツェリッシェフのおすすめランキングのアイテム一覧. イワン・ツェリッシェフのおすすめランキングの
作品一覧です。 ブクログでのおすすめ、人気、レビュー数、発売日順で並び替えたり、電子書籍化
されている作品もチェックできます。 2030年の世界経済―新興国と先進国 共同リーダーシップの時
代. 14人が登録 ☆2.50 3 レビュー.
2014年12月17日 . 製薬産業を取り巻く現状と課題. ～よりよい医薬品を世界へ届けるために～.
第三部：社会環境とビジネス構造. 2015 年 4 月. 医薬産業政策研究所. No.5 . 界では年間 300
万人（WHO, 2012 年）を上回る死亡者が報告されている。また、経済発. 展の著しい新興国で
は、感染症を克服しつつあるが、先進国並みの非感染症、生活.
共同翻訳に続き、IGESにとってGCNJとの協力の第二弾となるものです。 . 国際社会がその円滑で
効果的な実施に向けた取組みを推し進めていくためには、先進国・途上 ... 11 例えば、SDG8（経
済成長と雇用）に関連する国内施策として、「一億総活躍社会の実現：働き方改革」があり、
SDGターゲット8.5（2030年までに、若者や障害者を含む.
世界経済の不透明性、地政学的な要因に起因する不均等構造の増大、さらに既存の .. 各企業
は、事業展開の新たな重要拠点として、「BRICSの後」に続く新興国に目を ... 年のうちに住宅の
管理方式に非常に大きな影響を及ぼすでしょう。 ※執筆時点。2014年10月欧州理事会にて決
定。 EUは、2030年までに. ヨーロッパの. エネルギー消費量の.
2017年7月15日 . インターネット時代のプライバシー権といった難しい課題が提起されるでしょう。い
ずれも根本的な問 . 日米経済対話. 外務省. 北米局 北米第二課長 高羽 陽氏. 10. 自由なイ
ンターネット空間が. 世界の経済成長を支える. 経済産業省. 通商戦略室長 西川 和見氏. 12.
Interview . 経済は、先進国のみならず新興国・. 途上国すべて.
世界の変化は激しく、先進国・. 新興国・途上国という三層構造から、ダイナミッ. クな多極構造に
転換したといえよう。科学技術. 外交は、こうした世界構造の実態を的確に捉え、. 迅速に対応し

なければならない。 一方、21世紀初頭の10年余、経済力の地勢. 分布変化が激しい。しかも、
2030年には、世. 界GDPの50%以上がアジアで占められるとい.
2030年の世界経済―新興国と先進国 共同リーダーシップの時代. 著者イワン・ツェリッシェフ; 価格
￥ 2,700(2018/01/19 06:10時点); 出版日2014/07/28; 商品ランキング772,752位; 単行本350ペー
ジ; ISBN-10475712337X; ISBN-139784757123373; 出版社エヌティティ出版. 今後高い経済成長
が期待され.
新時代の日韓協力. ―七つの核心的アジェンダ－. 2013 年 12 月 24 日. 第 2 期日韓新時代共
同研究プロジェクト .. アクターへと拡大することが日韓、東アジア、さらには世界の平和と繁栄および
共生にお. いて極めて重要である。 .. 日韓両国は政治的な民主化と経済成長により、先進国の
仲間入りを果たしたものの、社. 会的には先進国の共通.
2012年2月21日 . 新興国や中国の台頭により、従来のアメリカを中心 .. しつつ、アジア域内での共
同行動の種をまき、リーダーシップを取っていくことである。 . また、IT の時代、日本は各国民達と多
層につながらなければならない。アジアが世界経済. の発展のエンジンであり続けるためには、課題
先進国として自らの課題を克服し、強靭な.
この不確実な時代にあって、企業戦略の立案や各種政策の検討などの際に、本稿が一助とな ...
先進国の潜在成. 長率は持ち直し. 【図表 1】 世界経済成長率の推移. （出所）各国統計よりみ
ずほ総合研究所作成. （注）2010年代後半以降はみずほ総合研究所予測 ... 国を中心とした新
興国の台頭によって明確なリーダー不在状況になるというこ.
[2017.12.28]【プレスリリース】ホンダ・ドコモなど7社の幹部社員がインドで2030年の未来洞察に挑む
－社会課題を「体感」する短期滞在型プログラムをクロスフィールズが ... 業務は①留職の派遣先
となる新興国のNPO/NGO等に関する調査、②欧米での先進事例についての調査、③法人営業
活動のサポート、④広報・マーケティング戦略策定の.
最近の著書：『なぜ韓国企業は世界で勝てるのか－新興国ビジネス最前線－(PHP新書)』、『図
解 韓国四大財閥早わ . 最近の講演：寺島実郎監修リレー講座、寺島実郎戦略経営塾、寺島
実郎時代先見塾、東京証券取引所、経済同友会 .. サムスン、ヒュンダイ自動車、 SK、 LG、ロッ
テ、ポスコなど韓国企業の躍進は、ここ10年のことである。 ○.
Amazonでイワン・ツェリッシェフの2030年の世界経済―新興国と先進国 共同リーダーシップの時
代。アマゾンならポイント還元本が多数。イワン・ツェリッシェフ作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日
お届けも可能。また2030年の世界経済―新興国と先進国 共同リーダーシップの時代もアマゾン配
送商品なら通常配送無料。
2030年の投資家は. どのような姿か？ 特徴：. ▽ 「典型的な」投資家が減少する一方で、投資家
の居住地、. ニーズ、社会的、政治的、経済的な姿勢、ライフスタイ ... 新興国に居住。 2010年の
58％から増加. 2030年. までに. 都市化の進行. ▽ 2030年までに世界の人口の60％以上が都市
部に居住. し5、こうした都市化進行の大部分がアジアや.
2010年4月7日 . インドが世界経済のけん引役としての注目を集めている。 . 先進国並みの. 購買
力を有するのは大都市の「富裕層」などに限られるため、売上を伸ばすためには. 「中間層」にまで
ターゲットを広げ、ボリュームゾーンを獲得する必要がある。 ... 国連によると、新興アジア諸国の人
口は、2010 年の約 31 億人が、2030 年までに、約.
思い返せば1970年代初頭と現在は、ビジネス環境に多. くの類似点があることに気づきます。世界
経済や一部の. 国や地域の政治体制の不安定さは、その一例です。一方. で今日的な特色も .
必要不可欠な資源に対する需要が2030年までに40%～. 50%増加すると .. ような新興諸国では、
新中間層の高まる要求が、先進国. とは別の意味で、.
2016年9月24日 . ２０３０年の世界経済 新興国と先進国共同リーダーシップの時代/イワン ツェリッ
シェフ（経済・ビジネス） - 先進大国と新興大国との経済力バランスのシフトを厳密に把握したうえ
で、新興大国の台頭の規模、範囲と世界経済へのインパクトを究明。２０３０年まで.紙の本の購
入はhontoで。
2017年11月17日 . 英語、日本語、ロシア語で300冊以上の著作がある。日本語の主な著書は「ロ
シア経済に何が起こっているか─新しい資本主義の実験（日本経済新聞社、1995年）、「系列国

家日本の逆襲─企業の衰退を握『系列進化』」（中村平八訳、光文社、1993年）、「2030年の世
界経済─新興国と先進国 共同リーダーシップの時代」（NTT.
を招き、世界的リーダーシップの発揮を困難にします。 . 日本にとっての望ましい道は、国際合意と
切り離して、「2030 年に 1990 年比、エネ .. 2011 年は、新興国経済はもちろん、多くの先進国経
済においても、リーマンショ. ック前の水準に回復し、そこからの成長を実現していくことになります。ま
だ、先進. 国にはリーマンショックの後遺症が残り、.
2017年5月10日 . 米外交問題評議会(CFR)が発行する国際政治経済ジャーナル「Foreign
Affairs」の日本語版サイト。最新号の紹介、論文検索。 . リベラルな覇権」後の世界 ―― 多元
主義的混合型秩序へ. マイケル・マザー. Subscribers . トランプ時代のアジア―― アジアを犠牲にし
た米中合意はあり得ない. ビラハリ・コーシカン. 雑誌掲載論文.
2016年3月12日 . 今後10年の流れを. 予測する。 特許未来マップ. 2016-2025. 新興国の. インフラ
産業構造の. 変化と業界再編を予測する。 インフラ産業. 2014-2023. 巨大経済圏を .. ③高名な
個人. ・指導者/政治家. ・学者/知識人. ・カリスマ経営者. ・2030年の世界像. ・2030年の日本. ・
2040年への戦略. ④大規模研究機関. ・各国政府系機関.
2015年6月22日 . するため、この共同研究では「日韓安全保障協力」、「日韓経済協力」、そして
「国家の枠を. 越えた全地球的 . 日本と韓国は、第三国の市場、とりわけ新興国市場におけるより
いっそうのビジネス連. 携の可能性を模索して ... には 3.6%と比較的高い水準であるが、2026～
2030 年からは 2%台、2041～2050 年から. は 1%台に.
2012年4月16日 . Ⅱ．2050 年世界経済・日本財政シミュレーション. グローバルＪＡＰＡＮ 2050. 15.
①新興国悲観：新興国（中国、インド、ブラジル、ロシア、インドネシア、韓国、シンガポール、香.
港）が先進国型経済に移行できない「中進国の罠（※）」に陥ること等を想定. ②欧州悲観：政府
債務残高がＧＤＰ比 90％を超えるギリシャ・イタリア・.
趙 晤衍, 生き方と世界観. 寺﨑 敬道, 宗教学. トゥーミー グレッグ, 英会話. 遠山 孝司, 教育心
理学. 中島 孝子, スポーツ＆レジャー. 中村 公哉, 企業診断論. 永吉 雅人, マルチメディア、デー
タベース. 白 雪晴, 中国語. 波多野 久子, スポーツ＆レジャー. フィニー ティモシー, 英語、英会話、
パブリックスピーキング、オーラルイングリッシュ. 星野 芙美.
アメリカ国家情報会議（ＮＩＣ、中央情報局（ＣＩＡ）系列の組織）が最近発表した「2030年の世界
展望」も、20年代に中国経済が米国を追い抜くことを認めたうえで次のように . 低賃金市場が世界
大に広がり、先進国発展の原動力だった製造業が、安い労働力を求めて新興国に急速に流出し
始め、新興国の低コスト商品が先進国市場に浸透することと.
2011年12月31日 . 共同声明等. 中期計画. 研究活動、交流. 経営学においては、ビジョンを策定
することは、組織を合理的・合目的的に経営するた. めに不可欠な行為であるとされている。 .. てそ
の基盤となっている「2030 年の経済の姿」を展望している。 ... まず、大平の「文化の時代の到来」
という時代認識の背景には、「欧米先進国へのキャッ.
Yahoo!ショッピング | 2030年の世界経済 イワンの商品一覧。お買得な人気商品をランキングやクチ
コミからも探せます。Tポイントも使えてお得。
新興国ビジネス. 投資先としてアフリカへの注目が集まっているが、日本ではアフリカの実態がそれほ
ど知られているとは言えない。それでも日本からも多くの企業や個人が . されている。2030年には4カ
国が人口1億人を超え、ナイジェリアは2.5億人になり、2050年には人口がアフリカ全体で22億人に
達して中国やインドを超えると予想されている。
1. Ｎｏ．１７－０１. ２０１７年２月２１日. 2017 年の日本産業を読み解く 10 のキーワード. ～ この
底流変化を見逃すな ～. 増田 貴司. 株式会社 東レ経営研究所. 理事 産業経済調査部長 .
企業がこの時代を生き残るためには、IoT・AI・第 4 次産業革命が産業構造に引き起こす変. 化を
正しく .. こうした中、先進国経済には投資機会が不足しているとい.
2010年1月19日 . 新興国の成長。ものづくり産業の. 海外移転。国家間の競争も激化. (4) 人々
の価値観・行動様式の変化. ⇒「所有（有形）」から「活用（無形）」へ. (5) ＩＣＴ（情報通信技術）
の深化. ⇒新技術 . 課題先進国から解決先進国へ移行するのに必要な新しい時代の戦略の構
築 ... さらに、2006 年から 2030 年の間に消費量は 45％増加す.

2013年7月23日 . 2 つ目、中国はそのような進歩から恩恵を受け、そして、また逆に、世界もまた中
国の進歩か. ら恩恵を受け .. を手に入れることができるようになり、また、先進国のメーカーはグロー
バル市場の拡大の恩恵. を受けること .. 70％という数字で現在は収まっていますが、しかし、2030
年までに 65％に落ちてしまいます。そ. して、若年.
2010年3月24日 . ①世界不況の背景と課題をどうみるか、そして日本経済の現状と. 課題をどう見
る .. 2030 年でどうなのかということでは Efficiency で 57％、つまり、. 省エネで 6 .. 背景に、新興国
と先. 進国の間に根深い対立がある。先進国の発想は、われわれはエネ. ルギー効率を高める努力
をしてきた。例えば、エネルギー1 トン当. たり 1 万.
2017年1月28日 . しかし、世界経済における新興国の影響力が20年前に比しても格段に増し、先
進国の経済的比重が低下している中、現在の加盟国は34カ国に増加しており、新規 . 影響を与
えています。2015年には、新たに「協同問題解決能力」も調査されるなど、時代の要請に応じて
PISAも変化しています（結果の公表は2016年12月予定）。
2015年1月29日 . 2030年には完全な自動運転実現へ―ビジネスの組み換え必須に①車の知能
化が自動車産業で今後起きる一番大きな変化だ。 .. 人口維持や生産性向上が重要―先進国
型の成長経路へ移行を①2015年の日本経済は、消費増税先送り、原油価格急落のもとで、実
質賃金の伸びがプラスとなり、政府が目指す年率２％成長への.
2015年6月3日 . 正の相関関係にある. 62. 2.6 新興市場国は1995年以降、外貨準備を大きく.
積み上げている .. 2008 ～ 09年の金融危機の間に先進国経済の成長は止まったが、開発途上国
の経済成長は続いていると. いうことに世界が気づいた。1 それ .. れる。13 2030年時点で、世界の
中間層人口の約. 3分の2がアジア・太平洋地域に、.
PwC の予測では、世界経済の年平均成長率が 2020 年までの今後 4 年間で 3.5％となり、2021
年～2030 年には 2.7％ま. で減速し、その後の 10 年間は 2.5％、2041 年～2050 年は 2.4％にと
どまる。これは、多くの先進国で生産年齢人口が著しく. 減少するためだ。同時に、新興国でも経
済が成熟するに従い、成長率は鈍化する。これは、成長.
ザーとしてのリーダーシップも発揮しています。 . 今後も中長期的には新興国のけん引により、グロー
バル経済は継続して成長することが予. 想され、当社 . 場にてBMAとして共同事業を開始しまし
た。今やBMAは年間. 5,000万トン近くを世界約30カ国に輸出しています。また、BMA. が生産する
高品位の強粘炭*の市場では、世界の海上貿易量の約.
政策提言. リーダーシップをもつオープンな日本へ. 平成 18 年９月. 世界の中の日本・30 人委員
会 ... 現代の大競争の時代. においては「オープンな日本」こそが、経済のイノベーションを生み出
し、世界における日. 本の政策構築力を強化する基盤である。今や国を外に向かって一段と開き、
国際環境の形成. にも主体 ... ＢＲＩＣｓに次ぐ新興国のこと.
これはNECが社会価値創造型企業としてリーダーシップを発揮し、卓越した技術と知見やアイデア
を. 融合する .. ています。2015年9月の国連サミットでは、2030年に向けて貧 . 環境問題. パワーの.
集中から. 拡散へ. 多様化する脅威と安全安心ニーズ. 新興国の成長と. 新たな課題. 成熟社会
モデルの. 模索. 社会課題の解決に向けた世界の動き.
2014年10月6日 . 2030年の世界経済―新興国と先進国 共同リーダーシップの時代. 作者: イワ
ン・ツェリッシェフ; 出版社/メーカー: エヌティティ出版; 発売日: 2014/07/28; メディア: 単行本（ソフトカ
バー）. 内容紹介国際的なエコノミストがユニークな視点からグローバル経済の現状と2030年までの
シナリオをわかりやすく解説する。本書で焦点が当て.
2011年6月1日 . 日本の対中安全保障戦略. パワーシフト時代の. 「統合」・「バランス」・「抑止」の
追求.
ʮ ׇ.
ᚕ. 2011 年 6 月. 東京財団政策研究 .. 世界経済の長期見通しと中国の
台頭:パワーシフトの実像 . ... 総研、2011 年 6 月）における「分析編：交差する日本と国際社会の
新段階」第 3 章「先進国／新興国（ポ. スト・モダン／.
市場為替レート（MER）ベースでも2030年までに世界最大となる; 2050年までにインドは米国を抜き
世界第2位、インドネシアは第4位の経済大国となり、日本、ドイツなどの先進国を抜く見通し;
2050年までに主要経済大国7カ国のうち6カ国は新興国が占める見込み; ベトナムは2050年までに
世界で最も高成長を遂げる経済大国となり、予測GDPの.

ています。また、先進国で人口を増やし. ている米国は、世界経済のけん引役とし. て重要な存在
です。米国はシェールガス. 革命により、LNG、LPG などの輸出国に. 変身しています。アジア、アフリ
カ、そ. して米国の「トリプル A」が 21 世紀の世. 界経済をけん引していくことになり、商. 社活動もこ
の流れに従うことになるで. しょう。 新興国にとっては、.
経済発展とそれに伴うエネルギー需要の増大が気候システムにおよぼす影響は、今や周知の事実
である。 .. 2000年時点で、先進国が享受する. 高い生活水準に必要なエネルギー. を利用できた
のは、地球上に住む6人. に1人にすぎない。先進国の10億人が. 世界のエネルギー供給量の50％
以上を . 新興国（1人当たりGDP＜12,000米ドル）.
2015年3月2日 . サイバー空間に対する諸外国の施策動向調査. 報告書. 平成 27 年 3 月. 株式
会社 情報通信総合研究所. 平成 26 年度. 内閣サイバーセキュリティセンター委託調査 .. 先進
国、BRICS など新興工業地域に先んじて製造業再生のイニシアチブを握ろうと一丸となっている。
産学官連. 携ジャーナル『連載第 3 回ドイツ製造業高度化.
ラム」において極東・東シベリア地域の開発を重視し、世界経済の成長センターであるアジア太平 .
韓 国. 400 万人 （＋45.3%）. 台 湾. 367 万人 （＋29.9%）. 香 港. 152 万人 （＋64.6%）. （注、
新しい訪日客の目標：２０２０年に４千万人。２０３０年に６千万人。） ... ば、新興国経済の減速
や円高で製造業を中心に景況感の悪化を発表している。
世界11カ国12都市で開催される「サステナブル・ブランド（Sustainable Brands）国際会議」。今年
度は「Activating Purpose」をテーマに、グローバルで様々なディスカッションが展開されています。その
締めくくりとして「サステナブル・ブランド国際会議2017東京(SB 2017 Tokyo)」を開催いたします。
2017年7月1日 . 損保ジャパン日本興亜は、変わりゆく如何なる時代にあっても、「グローバルで活
躍する日本企業」や「国民生活. の安心・安全・健康」を ... 興亜の現状 2017. 2015年9月に国連
サミットで採択された2030年までの「持続可能な開発目標（Sustainable ... 当期の世界経済は、
年度前半に中国などの新興国が減. 速したものの、後半.
対策の経済問題、それに続いてエネルギーと環境、医. 療制度改革、教育。いずれも国内問題が
最大の課題と. なる。 . 演説では、斬新な表現でエネルギー政策の方向性を語. った。石油の大量
消費時代に生きる「われわれのエネ .. 中国やインドなどの新興国を交えた合意形成には、. 2009年
12月にコペンハーゲンで開催予定のCOP15が.
2016年2月9日 . 製造業、非製造業、大企業、中小企業を問わず、中国、アジア新興国はもとよ
り、アフリカ、中近東、東欧など未開拓市場に進出していくことが生き残りの鍵を握る。 ... 新興国
経済のスローダウン、原油価格の暴落、気候変動、アメリカを代表とする先進国のリーマンショックか
らの回復が想像より時間がかかること、世界経済情勢が.
2015年8月25日 . 2011年2月発行. 研究紹介. 先端文献ウォッチ. 特 集. 巻頭言. 対論 ～
Reciprocal ～. 36. 38. 4. 2. 日立総研レポート. 世界の上位企業へと躍進する新興国企業 . が思
い出されるが、同時に、新興国経済の成長を背景に成長する新興国企業の . 業が競争のパラダ
イムシフトを起こし、先進国企業が新しい競争原理をフォロー.
2017年3月23日 . （４）新産業革命時代の幕開け――先進国と発展途上国の新たなる分岐点 .
10. Ⅱ：「最適化社会」に向けた国家・企業の . （２）経営者マインドのあり方. ――「最適化社会」
に向けた変革を担うリーダーに ...... . ル化、ソーシャル化の世界的なうねりは、技術革新の加速を
伴いながら、いよ. いよ奔流となりつつある。先進諸国の.
2014年8月25日 . 『2030年の世界経済―新興国と先進国 共同リーダーシップの時代 』. 国際的
なエコノミストがユニークな視点からグローバル経済の現状と2030年までのシナリオをわかりやすく解説
する。 本書で焦点が当てられているのは、これまで世界経済をリードしていた先進国と新しいリー
ダーとして台頭しつつある新興国との経済力の.
２０３０年の世界経済―新興国と先進国 共同リーダーシップの時代 . 第２章 先進国の経済が低
迷しても新興大国の経済は伸びる―デカップリングの時代（リーマン・ショック―新興大国の自律的
成長の出発点；新興大国における大量消費社会の . 本書のシミュレーションでは、2030年までに
新興国の名目GDPは先進国の約2倍になると予測される。
する経済の中で、豊富な資源により経済成長著しい新興国は、深刻な環境汚染問題が懸念され

ている。 このような状況のも .. の対応」2009 年 6 月. 表2-2の強化分野の一つ「世界市場における
リーダーシップの確立・維持分野」については、次のよ . 個別自動車への排ガス規制については徐々
に強化され、先進国並の基準に近づいている。新車の.
2013年6月14日 . 戦後の高度経済成長の時代に作られた雇用システムや教育システムが、「成功
体験. の罠」にとらわれ、今日まで維持 .. 新興国を中心に世界のマーケットは急速な勢いで拡大を
続けており、このマーケ. ットの獲得競争に .. ◇2013 年に訪日外国人旅行者 1000 万人、2030 年
に 3000 万人超を目指す. （ⅰ）（株）海外需要開拓.
に先進国の50%近くが銀行制度の危機を経験しましたが、新興. 国で経験した国は10%を大きく
下回りました3。さらに2017年か. ら2030年までの世界での人口増と中流階級の支出の伸びの90%
.. 出所：Branko Milanovic, Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization,
（グローバル格差：グローバル化時代の新たなアプロ.
河合 江理子. 京都大学大学院・総合生存学館教授. トピック. 2030年に目指すべき経済社会の
姿と. 取り組むべき構造改革. 小寺 信也. 政策統括官（経済社会システム担当）付. 参事官（企
画担当）付政策企画専門職. 経済財政政策部局の動き. 先進国の低金利・低インフレ. 中国の
地域間格差. ～「世界経済の潮流2016Ⅱ」について～. 平田 明日香.
日本経済新聞社が主催する、ビジネスパーソン向けの実務セミナーです。2030年につながる経営を
担う次世代リーダー層や、経営企画、新規事業、技術開発などを担当する会社役員と . 時代の
変革に抗うのは簡単ではありません。 . 相対的に先進国の力が弱まりつつあります。2030年には世
界の富の半分は新興国が生み出すことになるでしょう。
今回の会議には、世界の二大先進国であり、自由、オープンでルールに基づく通商システムという
価値観とビジョンを共有する日本と米国のビジネスリーダーが一同に集った。彼らは、日米二カ国の
市場 . 資源価格のボラティリティおよび一部の新興国経済の成長の鈍化により、リスクと不確実性
は引き続き存在している。 6. 両協議会は、マクロ経済.
現代のリーダー. シップには両方が必要である」ということを参加者に何度も想起. させたと思います。
私たちは、本レポートが総会で提起された疑問や問題について . 共同議長. レジリエント・ダイナミズ
ム（強靱な活力）. 国際通貨基金 (IMF) のクリスティーヌ・ラガルド専務理事は、2013年の世界経
済の. 動向について、これまでの政策対応の「運命を.
2016年3月. 日本バイオ産業人会議. 1. これからの15年. これまでの30年. 2016. 2030.
JABEX1999. 2020. お問合わせ先；日本バイオ産業人会議（ＪＡＢＥＸ）事務局 坂元 .. 新興国.
各国の健康・医療に関する課題. 先進国・新興国・途上国で健康・医療の課題は大きく異なる.
新興国. 高い経済成長を支える中間労働層への医療アクセスの確保.
2012年5月15日 . 世界銀行と中国国務院発展研究センターは 2012 年 2 月 27 日、共同リポート
「チャ . 決して平たんでない「2030 年」への道～生産性上昇率の維持がカギ . の国は、いわゆる
「中所得国のわな」といわれる状態に陥ってしまった。「中所得国の. わな」に至る典型的なケースは
以下のとおりである。 低所得国は、先進国の技術を使っ.
2014年11月17日 . グローバルに生じつつある諸問題や世界の経済や産業の構造的変化. を踏ま
えると、 .. 3 乗用車の販売台数に占める次世代自動車の割合を２０３０年に５０～７０％とする .
特に新興国. における増加が顕著であり、世界全体の排出量に占める先進国の排. 出量の割合
は、約７割（１９９０年）から約４割（２０１０年）に. 低下している。
グローバル企業は、世界に広がる文化の多様性の課. 題、そして主要新興成長市場の人材不足
に直面してい. ますが、経済的先進国でも独自の問題、すなわち高齢. 化の問題が大きくなりつつ
あります。 国連人口部は、世界の先進諸国で2015年に17.6%. だった65歳以上の人口割合が
2030年には23.0%に. 増えると予測しています。既に主要市場.
新しい勢力図の誕生と日本成長への展望。国際的エコノミスト日本語で書き下ろし。目次…
Pontaポイント使えます！ | 2030年の世界経済 新興国と先進国 共同リーダーシップの時代 | イワ
ン・チェリッシェフ | 発売国:日本 | 書籍 | 9784757123373 | ローチケHMV 支払い方法､配送方法も
いろいろ選べ､非常に便利です！
2014年9月24日 . 秋山仁. 56 2030年の世界経済 : 新興国と先進国共同リーダーシップの時代. イ

ワン・Ｓ．ツェリッシェフ. 57. 6つのケースで読み解く日米間の産業軋轢と通商交渉の歴史 : 商品・産
業摩擦から構造協. 議、そして広域経済圏域内の共通ルール設定競争へ. 鷲尾友春. 58 AIDで
生まれるということ : 精子提供で生まれた子どもたちの声.
2016年6月30日 . 5 月 26 日、27 日に開催された G7 伊勢志摩サミットでは、世界経済やテロ、難
民問題といった政治外交問題. 等、国際 .. 今後この 2030 アジェンダを実施していくために、先進
国を含む全ての国が国内での課題に取組むことと、自. 国だけで .. ビジネス界としての共同提言をと
りまとめ、サミットに提出するのが慣例となっている。
タイトル, 2030年の世界経済 : 新興国と先進国共同リーダーシップの時代. 著者, イワン ツェリッシェ
フ 著. 著者標目, Tselishchev, Ivan Sergeevich, 1956-. 出版地（国名コード）, JP. 出版地, 東京.
出版社, NTT出版. 出版年, 2014. 大きさ、容量等, 350p ; 20cm. ISBN, 9784757123373. 価格,
2500円. JP番号, 22448343. トーハンMARC番号.
2014年11月16日 . ディカップリング・・・. 先進国がダメでも新興国や発展途上国の隆盛で世界経
済をカバーできるという意味らしいのですが、. どうやらディカップリングも方程式どおりにはいなかいよう
です。 そんな中見つけた一冊。 なかなか面白い分析でした。 「２０３０年の世界経済 新興国と先
進国 共同リーダーシップの時代」 イワン・ツェリッシェフ.
その経験を踏まえ、成長するアジアの中で日本が地域統合のリーダーシップをとるにはどうすべきかを
考える。 . 以上の三点は、先進国の危機が安全保障においても金融においてもきわめて難しい時
代に入ってきたことを示している。 第四が、日本 .. 第一に、2030年にアジアのGDPは米国を抜き、
世界経済の50％を超えることを明らかにした。
2014年3月3日 . 2030 年. 都市内交通システム. 3.3 兆円. 5.4 兆円. 13 兆円. ○ 提言. 本プロジェ
クトでは、日本の都市内交通システムを海外展開するための課題について議論を. 重ねて来た。 .
なくとも 20 年先、30 年先に新興国はもとより、先進国であっても自動車交通は依然として重 .. 高
効率な気象観測技術を共同開発した（図 5.2.5.1）。
2017年3月16日 . べき 2030 年の 2013 年比 26％削減という目標とは性格が異なるものであり、こ
の長期的目. 標をもとにして .. 加盟している。 2009 年モルディブにおいて、CVF 加盟国のリーダー
が共同で気候変動への警鐘 ... 今まで温室効果ガスを排出してきたのは先進国（と新興国）、 最
も深刻な被害を受けるのは貧しい. 途上国や弱い.
国際的潮流」と「我が国の国民皆保険等」を踏まえた. グローバルヘルス戦略の研究. －国連・世
界銀行等と協調した「ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ・ﾍﾙｽ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ」推進と. 世界の模範である「我が国の国民皆保
険」の持続性確保を－. 主席研究員 畑仲 卓司. 主席研究員 江口 成美. 研究員 出口 真弓.
研究員 矢澤 真奈美. キーワード. ◇ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ・ﾍﾙｽ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ（ＵＨＣ）.
特に気候変動の要因となる温室効果ガスの削減を通じ、グローバルな経済成長および環境保護
を向. 上させる持続可能な .. に策定されている。「見通し」の主. 要部分は 2030 年における電力
供給ミックスであり、その中では天然ガス、石炭 ... 日本政府債務比率は、2016 年には 250%に達
し、先進国中で最高に達している。 経済の約四分の三が.
2012年3月31日 . えることは現実的でない。先進国から新興国への力の移行に伴い、新興国の国
益に合致し. 米中の GDP は 2030 年までには逆転していると予測されている。内閣府『世界経済
の潮流. 2011 年Ⅰ ＜2011 年上半期 世界経済報告＞ 歴史的転換期にある世界経済：「全球一
体. 化」と新興国のプレゼンス拡大』（2011 年 5 月、内閣.
BRICSやE-9などの新興国の台頭は、先進国の衰退ではなく再活性化のチャンスだ。国際的なエコ
ノミストがユニークな視点からグローバル経済の現状と2030年までのシナリオを、目を引く事実とデー
タからわかりやすく解説。
17, 朝, 読書, 欲望と消費の系譜（シリーズ消費文化史）, 草光俊雄監修, NTT出版, 14/7,
14038652, -. 17, 朝, 読書, スマートマシンがやってくる 情報過多時代の頼れる最強ブレーン, ジョ
ン・E．ケリー3世著, 日経BP社, 14/7, 14037158, -. 17, 朝, 読書, 2030年の世界経済 新興国と先
進国共同リーダーシップの時代, イワンツェリッシェフ著, NTT出版.
このような社会を基盤として、経済成長. 1 世界的な潮流として「アジアダイナミズムと全員参加型

秩序」の傾向にあり、時代的な潮. 流として、「エネルギーと ICT」の重要性が増していると認識して
いる。このような世界. 認識については、本研究委員会『21 世紀における「創造的な自動車社会」
の全体像（ビ. ジョン）改訂版（草稿）』（2015 年 6 月）.
2015年1月23日 . □[book][work][giveup]2030年の世界経済―新興国と先進国 共同リーダー
シップの時代. さて、今回はさくさく「giveup」本を処理していくぜ。 積んどくリストでのコメントにも書い
ていたが、この手の本は著者の予測のフレームワークを知りたいだけで、結果はある意味どうでもいい
のですよ。あ、前提とか予測のための数字、モデルは.
そして現在、我が国は課題先進国とも呼ばれ、高齢化や環境・エネルギー問題、災害対応、経.
済成長の鈍化、産業のグローバル化、個人の価値観多様化 .. 2.2 2030 年の交通社会実現のた
めに ITS が果たす役割 . ... てきたように、急速な経済成長に伴い渋滞や交通事故、環境悪化な
どの問題が顕在化している新興. 国の状況に応じて、日本の.
を置いて、「将来の世界の人口増加、経済の発展、グローバル化は、森林にどの ... これから2030
年までの主要な木材製品と木質エネルギーの生産と消費は、お .. の新興国である。一方、産業
用素材の輸入に関しては、国によって傾向が全く. 異なる。純輸入量は、（日本を中心とする）先進
国が減少しているのに対して、. 新興国（中国とインド）.
イワン・ツェリッシェフ Io5 |第 1 章激変する世界経済の勢力図 得が増える。それに環境、 . 二○ ○
○年代末には、「新興大国の台頭ー先進国の衰退」シナリオを彷備とさせる大きな兆しが現れた。し
かし二○一○年 . アメリカと中国の共同リーダーシップ、そして先進大国と新興大国の共同リーダー
シップの時代のスタートである。本書では、先進国.
おける GDP シェアの推移を見ると、2030 年には中国、ASEAN、インドの占め. る割合が約 8 割 .
各国はそれぞれ成長戦略に取り組んでいるほか、AEC（アセアン経済共同 .. みは他の先進国. や
新興国も同様. アジアを中心とし. た中・高所得層. の増加はインバ. ウンド需要の増. 加に寄与す
る. アジア新興国の. インフラ需要の捕. 捉は成長市場を.
2016年4月1日 . 石油需要は特に新興国における増加が見込まれる一方、一部の. 産油国 .. た。
73年の第四次中東戦争の際、OPECはイスラエル支持の先進諸国. に対し、原油供給 .. 2030年
度. 0年度（省 ネ対策後. □2030年におけるエネルギー需給構造の見通し. 出所：経済産業省「長
期エネルギー需給見通し」. （2015年7月）. 電力. 25％.
オンリーワン型. 新たな分野を拓くリーダーを養成する、世界的に独自の優れた資源を生かした学位
プログ. ラム構築. □ 事業期間：原則７年間. □ 採 択 数：「支援プログラムの .. ベーション博士課程
プログラム」の修了を付記. 新時代の博士人材像. 専門領域を超えて「知の化学反応」を起こす超
域履修生たち. 超域イノベーション. 博士人材のイメージ.
2008年7月3日 . ところで、東アジアの安定的成長と日本の役割を考える場合には、今回の国際共
同研究セン. タープロジェクトの副題に示されているような重要なポイントがあります。その一つは日本
を. 含む東アジア全体が世界経済のグローバリゼーションの中で成長していることであり、これを. 離れ
て東アジアだけの孤立した世界を考えることは.
2030年の世界経済 新興国と先進国 共同リーダシップの時代. イワン・ツェリッシェフ 著. NTT出版
350p 2,500円（税別）. １．激変する世界経済の勢力図２．先進国の経済が低迷しても新興大国
の経済は伸びる３．新興大国のコンディション４．新しい世界経済の兆候. 【要旨】. 新興国の台頭
は先進国逆襲のチャンスであり、モノづくりが先進国に回帰.
新興国が台頭する現状に対応していない。 国際機構はアップデートされていく。 覇権国が存在し
ない2030年に先進国と新興国の意見調整が難しくなる。 3.高まる「大国」衝突の可能性. 2030年
には米国が「世界の警察官」ではいられなくなる。 →新興勢力がリーダーシップを握ろうと小競り合
い。 中国とインドが対立。米国と中国も制海権を競って.
2030年の. 社会・企業・人のあり方を考える. ・2030年にはどんな社会が訪れるのか. ・2030年に賞
賛され、生き残る企業とは何か. ・未来企業のもつべき価値観とは何か. 2. プロジェクト ... チャル化・
IoT化のレベルを現在よりも大幅に高めることにより、コストの極小化を目指す取り組み）に先鞭をつ
けたテクノロジー先進国が市場を席巻して. いる。
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